佐倉市における順天堂大学誘致問題の動向 2015 年~市長選を中心に（告示日：2015 年 4 月 19 日、投票日：4 月 26 日）
（2015 年 5 月作成、同年 6 月、2018 年 7 月補、内野光子）
推進派（西田候補・誘致の会ほか） ユーカリが丘駅北開発(山万)
2010・8・20 山万、市と駅北開
2010・12 千葉県議辞職、自民党離 発予定地の事前相談開始
党、無所属で八千代市長落選
（2012・8・16 市より意見書
9・11 意見についての回答）
2011・3・11 東日本大震災
2011・3・27 山万リードにより
「ユーカリが丘地域まちづく
り協議会」発足、
「ユーカリが
丘自治会協議会」乗っ取り？
「まちづくり協議会」不認証を
経て「ユーカリタウンネットワ
2012・12 千葉 9 区日本維新の会か ーク」に改称
ら衆院選挙、比例で復活初当選
2012・10・3「ユーカリが丘駅
北土地区画整理組合設立準備
会」
（業務代行山万田中一雄代
表）発足
2012・11・15 基本計画協議事
前申請（⇒2013・1・16 意見書
2013・3・15 意見書への回答）
2013・4・10 同準備会「基本計
画協議書」提出（⇒5・9 市か
ら意見、6・7 準備会からの回
答）
2013.7・6 同準備会、周辺住民
への説明会開催（基本計画には
ない 20 階ビル 2~3 棟、1・2
階商業施設、上層マンション、
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蕨候補（佐倉市）
（市議会）

新聞報道、その他

市民の動き（
「内野光子のブログ」記
事には〇を付し、日付を太字にした）

山万の主な登場メディア
（街づくり、マンション紹介）

2012・10・23「順天堂と佐倉市と
の連携協働に関する協定」締結
2012・12・17 市議会「大学誘致
に関する意見書」採択（反対 5 名）
2013・11・28 市へ順天堂小川理事
長より「土地 3000 坪の山万から
の無償提供と市から 24 億円補助
を条件に進出、設置構想案」を提
示
2014・5・23～「佐倉市大学等の
誘致に関する懇話会」5 回開催
＊＊＊＊＊
＊直近の市議会における質疑続く
14・3 清宮、14・6 桐生、山口

2010・2・18 テレ東 ワール
ドビジネスサテライト
9・13 テレ東カンブリア宮殿
嶋田代表取締役ほか登場
2014・1・1ＮＨＫスペシャル
「どうするニッポン」
4・22 日テレ NEWS ZERO、
8・7 TBS ひるおびなどで、
ミライアタワーの顔認証入
館紹介
6・1 NHKBS1 Biz＋サン
デー「里山資本主義が日本を
変える」
12・20~6 回チバテレビ熱血
ＢＯ－ＳＯローカル鉄道
オタク旅
12・21BS ジャパン特別番組
「子どもが育つ街づくり」
2015・4・1NHK あさイち
「将来に備えた街づくり」
1・16 文化放送「木田裕士の
ジパング黄金」嶋田社長出演

2013・７ ユーカリが丘３丁目自治
会から市へ要望書「ユーカリが丘駅北
土地区画整理事業について」提出、同
時に自治会協議会の市長との懇談会
の要望にも提出
11・9 ユーカリが丘自治会協議会と市
長懇談会での回答（市との協議は中
断、地元自治会との協議を準備会に指
導）
2014・5.26 市民（宇田）から議会
に陳情書「順大の財政支援要請に関す
る住民説明会開催」の陳情、不採択
2014・6・9 市民（宇田）からの佐
倉市へ意見「順大誘致について」6・
24 回答「大学への説明要請と懇話会

2014・12 千葉 9 区次世代の党立候
補落選

2015・2・27 出馬表明
2・28「第 11 回順天堂大学スポー
ツ健康科学部国際シンポ」島内学
部長挨拶で市長に順大誘致の意思
なし」西田候補挨拶「誘致実現の
ため市長に立候補」
3 月下旬（3 月吉日）
「順天堂大学
の佐倉回帰実現に向けての署名の
お願い」投函
3・28 順天堂大学誘致の会、発会
式（ウィシュトンホテル）
4・1 誘致の会、ブログ立ち上げ
県議西田三十五とのコラボポスタ
ー目立つ
4 月中旬 小出監督とのコラボポ
スターいっせいに立てられる（5
月 30 日ユーカリが丘駅頭講演会
お知らせ）
（200 枚？）
、誘致のノ
ボリ林立
4・15 佐倉青年会議所、3 市長立
候補者公開討論会動画を誘致の会
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1 棟の一部に大学入居計画）大
学立地を説明
2013・12（・25）web「わが
まち」55 号「順天堂大学の誘
致がいよいよ始動します」
2014・2・8 NPO ユーカリタ
ウンネットワーク発足
2014・7・2 山万と順天堂、3000
坪の地上権設定契約締結
2014・12「わがまち」58 号「順
天堂大学の誘致実現に向けて
（11 月市議会）
」
2015・1・20 同準備会、土地
区画整理事業は順大を核とす
る「基本計画の変更」を申請
（⇒
2・6 市より意見書）
2015・3・11 同準備会、
「都市
計画」提案事前相談書提出（計
画地 4・23 ㌶の一部の建蔽率
80、容積率 300%への変更を含
む）＊資料④
2015・3・29 同準備会周辺住
民への概要説明会（志津コミセ
ン、70 名参加）
2015・4（・18）投函「わがま
ち」59 号「順天堂大学誘致の
会発会式～」
2015・4 中旬
駅前、大学予定地に巨大看板設

14・9 萩原、大野
14・12 山口、桐生
・
15・3 望月、柏木、山口、桐生、
橋岡
2014・12・1 蕨市長、議会で立候
補表明

設置する」
〇2014・10・14 内野：ユーカリが
丘駅前の大学誘致をめぐるおかしな
動き、やっぱり、山万が ～第 3 回「大
学等の誘致に関する懇話会」
（2014 年
10 月 10 日）傍聴から振り返る」
（1）
（2）

2015・1・9 懇話会報告「大学誘致 2015・1・17（毎日）宇田氏出馬意 〇2015・2・9 内野：ユーカリが丘、
に伴う公的支援のあり方につい 向表明
順天堂大学キャンパス誘致、見送り？
て」
、1・22HP 公表
2・9（千葉）宇田氏出馬表明
2・7（毎日）24 億円計上見送り
〇3・8 内野：佐倉市の大学誘致はど
2015・1・19 順天堂理事長から、 2・12（毎日）市長立候補者説明会 うなるのか～順天堂大学おかしな動
市長との面談要請するも進展な 新人 3 人計 4 人
き、その蔭に
く、市は早急には援助額を示せ、 参加
と要請
2・17（朝日）順大新キャンパス進 〇3・16 内野：
「順天堂大学誘致」
出難航
はどうなったか、佐倉市議会の質疑か
2015・1・27 市から、大学用地 2・27（千葉）西田元衆議出馬へ
らみえるもの
を含む都市計画変更、用地を含む 2・28（毎日）西田氏出馬
4・1 ？ 「3 分でわかる佐倉市順天
区画整理の基本計画もともに協議 3・1（朝日）順大誘致「市長意思な 堂大学誘致問題まとめ」
中で、不確定な建設計画には補助 い」順大シンポで
4 月初旬、7 日前後？フェイスブック
金の金額は示せないと回答
3・2（千葉）市長市議会で答弁：順 「佐倉市を全力で守ろう」が立ちあが
大誘致に努力、財政支出は慎重に
る。連日誘致問題の書き込み（宇田候
2015・4？ 蕨市長、選挙運動用 3・3（朝日）市長、市民納得なら誘 補支援者？）
チラシ討議資料・
「世のため人のた 致「計画立てる」
〇4・14 内野：佐倉市、順天堂大学
め佐倉のため・・・」
3・19（千葉）西田氏正式に出馬表 誘致をめぐる「選挙戦」~誘致の効果
明
は机上の空論、得をするのは誰なのだ
2015・4・6 後援会ブログに「順天 3・25（朝日）佐倉市、順大との交 ろう
堂大学の誘致について」登載
渉継続方針示す
〇4・18 内野：市長・市議選の争点

ブログで流す＊この時点で山万の 置（現存）
サイトで視聴可能
4・16 順大誘致を実現する集い（志
津コミセン）開催
4・18 誘致の会、女性のための市
民講座「順大誘致はなぜ進まない」
開催
4・18 投函「誘致の会ニュースレ
ター」
（号数なし）
「順大誘致に新
たな扉を開こう」
以後の 2 号 3 号 4 号未見
4 月中旬
＜市民の皆様へ～順天堂からの公
式発表＞動画広告始まる
4・25 投函「誘致の会ニュースレ
ター」5 号「蕨市長では順天堂は
佐倉回帰を断念する」

4・27 ポスター撤去始まる
4・27 以下のサイトすべて削除される
①順天堂大学誘致の会公式サイト
②同会-ユーカリが丘公式タウンポータルサイトの誘致関係記事
③同会「千葉県佐倉市への順天堂大学誘致実現を！」Face book
④YouTube＜佐倉市民の皆様へ～順天堂からの公式発表＞（動画広
告）
⑤5 分で納得、佐倉市の順天堂大学誘致問題野まとめ（NAVER ま
とめ）

2015・4・10 投函「順天堂問題で
わらび見解」
（後援会制作）
「誘致
の方向すでに決めた」
4・19 告示日、選挙公報 22 日折り
こみ
4・20 投函「わらび和雄後援会会
報」で「大学等教育機関の誘致」
（市政マニフェストの一部）
投函日不明「わらび和雄後援会会
報」討議資料・わらび市政その着
実な歩み、写真満載

3・26（朝日）佐倉市、順大誘致、
補助金国との折衝促進へ
4・15 佐倉青年会議所、3 市長立候
補者公開討論会（市民ホール）
4・16（朝日）順大誘致に三者三論
4・17（朝日）立候補予定者 3 人が
熱弁
4・17（千葉）三つどもえ戦の突入
4・17（東京）順大誘致争点原審 3
人の争い
4・18（千葉）どうなる順大誘致、
多額の補助金、議論並行線
4・20～新聞各紙選挙レポート続く

は「大学誘致」ばかりではない～やっ
ぱり出た“怪”文書「順天堂大学誘致
の会ニュースレター」
4・23 佐倉市民有志（石坂・醍醐）
市長 3 候補にアンケート実施、後、回
答をメールで流す
〇4・25 内野：明日が投票日だとい
うのに～佐倉市長選挙、あふれる違反
ポスター、虚偽中傷広告を取り締まら
ない、取り締まれない？

4 月 26 日投票日
投票結果
蕨： 33286
西田：25880
宇田：10306

2015・6・12 (毎日）順大とトップ
会談の意向、誘致問題で佐倉市長
8・21(毎日) 順天堂大「広く場所探
したい」市長と協議

〇4・27 内野：佐倉市長選挙、違反
ポスター・虚偽ネット広告は放置のま
まだ～候補者もスポンサーもここま
で堕ちた
〇4・28 内野：佐倉市長選挙余話～
N 候補の違反ポスター―撤収は、投票
日翌日 27 日だった！
6・4 市民（宇田）市へ、基本方針を
説明会などで説明を要望（6・29 回
答：大学から具体的進出計画提出な
く、基本策定できず。経緯は近く広報
誌に説明
〇6・5 内野：佐倉市の市長選での順
天堂大学誘致問題とはなんだったの
か～また新しい情報に接して
〇9・29 内野：順天堂大学「誘致あり
き」のユーカリが丘駅前再開発はどう
なる！説明会に参加 ～「誘致」が決
まらないのに、強引に進める不可解

15・6 月議会：清宮、大野、藤崎
議員が質問
2015・7・13 「順天堂大学誘致
について・誘致に関する経緯」佐
倉市 HP で発表

7・15「透明性の高い構成で開かれ
た市政へ・順天堂大学の誘致につ
いて・その１（付年表）
」
『こうほ
2015・4・30 準備会、周辺住民への第 3 回概要説明会（志津コミ
う佐倉』での連載始まる。2015・
セン、25 名参加）
8・15 号、2016・1・1 号、4・1
9・27 準備会、周辺住民への第 4 回説明会（志津コミセン）
号 7・15 号、10・1 号、2017・1・
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1 号掲載

2016・10・24 準備会、
「佐倉市ユーカリが丘北土地区画整理事業 2016・3 市議会、
「大学誘致に関 2016 年 11 月 16 日（千葉）順天堂
に係る都市計画」提案、
「土地区画整理組合の設立認可申請に係る事 する意見書」採択
大進出白紙に
前協議」を取り下げる
2016・11・17(朝日) 佐倉にキャン
パス 順大の計画中断 地権者ら
都市計画案など取り下げ
11・17（東京）佐倉市の順大誘致が
白紙に 地権者ら申請取り下げ
11・17（読売）地権者と市の信頼崩
れ、大学誘致が暗礁に
2016・12・6（千葉）佐倉市の順大
誘致、積極性感じられない、市長の
姿勢に市議苦言
2017・4・26(毎日)順天堂大誘致暗
礁に、補助金巡り佐倉市と平行線
2018・3・20
山万、都市計画提案（佐倉市ユーカリが丘北再開 2018・6・13 佐倉市「都市計画 2018・6・14（建設通信新聞）山万
発地区及び周辺地区）
」を佐倉市に提出
提案（佐倉市ユーカリが丘北再開 のユーカリが丘駅北再開発/企業誘
発地区及び周辺地区）
」審査の上、 致でビジネス街
採用
2018・7・21 上記、都市計画の
決定・変更に係る公聴会開催
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〇2016・1・1 内野：新年のご挨拶申
し上げます
〇11・18 内野：ユーカリが丘への順
大誘致、白紙へ
〇11・19 内野：きょう「順天堂大学
誘致の現状と真相」がポストに
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